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 １．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか 

本日のプログラム 次回のお知らせ 

2019-2020年度クラブ方針 

 明日に繋がる活動  
  Activities for a brighter future 

す。 

中元君：細川幸三ガバナー補佐ようこそ有田ＲＣへ。本日

のクラブ協議会よろしくお願いいたします。 

細川幸三君（御坊東ＲＣ）：本日、ヨロシクお願い致します。

桜ヶ丘病院スタッフの皆様にお礼と感謝!! 

宮井君：各委員会活動計画の発表よろしくお願い致しま

す。 

菅原君：本日クラブ協議会宜しくお願い致します。オン

ツーホノルルの目途がつきました。 

嶋田（恵）君：細川ガバナー補佐、今日は宜しくお願いしま

す。ようこそ有田ロータリークラブにおこしくださいまし

た。 

井上君：細川様ようこそ有田ＲＣへ 

木本君：本日の委員会活動計画の発表、宜しくお願い致

します。 

石垣（泰）君：細川ガバナー補佐様、遠いところおいで頂き

ありがとうございます。 

川口君：本日の委員会活動計画発表させて頂きます。宜

しくお願い致します。 

橋爪（誠）君：委員会活動計画委員長様よろしくお願いい

たします。 

嶋田（ひ）君：先週、例会終了後、自宅で任泰然君、川口

さん、嶋田恵さんとお茶を飲みました。楽しい時間を過

ごしました。 

上野山（栄）君：細川ガバナー補佐ようこそ有田ＲＣへお越

し下さいました。本日決算よろしくお願いします。 

松村君：細川ガバナー補佐様ようこそお越し下さいまし

た。クラブ活動全般についてご指導よろしくお願いしま

す。 

上野山（捷）君：本日の委員会活動計画の発表よろしくお

願い致します。 

岩橋君：細川ガバナー補佐、クラブ協議会出席御苦労様

です。 

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２９１9回例会） 

令和元年７月18日(木）  

（橋本会長） 

 

（嶋田（恵）親睦活動委員） 

ゲスト：国際ロータリー第2640地区 

     ガバナー補佐 細川 幸三氏 

 

（橋本会長） 

 

（岩橋ＳＡＡ） 

橋本君：細川幸三ガバナー補佐ようこそ有田ＲＣへおこし

くださいました。本日のクラブ協議会よろしくお願いしま

  令和元年７月２５日 第２９２０回 

・ガバナー公式訪問 

  中野 均ガバナー「ガバナーアドレス」 

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」 

  令和元年８月１日 第２９２１回 

・外部卓話：「ローターアクトについて」 
  谷悠平氏（御坊RAC会長）佐近悟氏（地区RAC直前代表）  

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」 

１ 

点  鐘 

開催日 

２９１9 Nｏ． 

島 海碩 書 

ゲストの紹介 

ニコニコ箱の報告 

会 長 

幹 事 
R広報委員長  

橋本 拓也 

中元耕一郎 

脇村 重徳 

 

地区より松村君にＲ

財団資金管理小委員

会の委嘱状が届きま

したので、橋本会長よ

り授与されました。 

地区委員への委嘱状  

 

 

細川幸三ガバナー補

佐よりご挨拶いただ

きました。 



２ 

 

 

（石垣（泰）例会運営委員長） 

本日の会員数２９名 

（出席規定免除会員８名） 

出席会員数２４名 

（出席規定免除会員６名） 

       ８８．８９％ 

 

 

（橋本会長） 

 

「昭和28年水害」 

 

本日は細川幸三ガバ

ナー補佐ようこそ有田RC

へお越しくださいました。 

 

今日7月18日は、66年

前の昭和28年、集中豪雨

で有田川が決壊し大災害

が発生した日であります。

私が生まれる2年前の事

で、親から聞き伝えで記憶

しています。私の家内の母親は、保田地域に住んでい

て、当日有田川が決壊した時に、平屋の自分の家の屋

根に避難しました。しかし、徐々に水かさが増してきて、

隣の二階建ての家の人がこっちに来いと言ってくれたの

で家族でその家の二階の屋根に移りました。そのすぐ

後、濁流が押し寄せて自宅は水没しました。もし自宅に

残っていたら生きてはいなかったと何回も聞いたことがあ

ります。 

記録によると、昭和28年7月17～19日（7・18水害）の

豪雨出水により和歌山県中部を流れる有田川流域は壊

滅的な被害をうけました。黄海上で発生した低気圧は西

進して日本海に入り、これから南へ延びる閉塞前線が東

海地方で寒冷前線および停滞前線につながり、さらに西

に延びていました。この前線の活動によって各地で雷雨

が発生、7月17日から翌18日朝にかけての豪雨（南紀豪

雨）が和歌山県北部を襲い、和歌山県の山間部では24

時間で500mm以上の雨量を記録しました。これにより引

き起こされた水害は、死者行方不明者計1015人、家屋

全壊3209棟、家屋流出3986棟、崖崩れ4005か所など、

被災者は当時の県民の1/4にあたる26万2千人にのぼる

という和歌山県史上最悪の気象災害となりました。これだ

け被害が出たのは、記録的な短時間豪雨だっただけで

はなく、戦中戦後で山林が荒廃し、河川防災も立ち遅れ

ていたことも災いしたといわれています。  

 最近、世界の至る所でも、毎年のように今まで考えられ

なかった異常気象が発生しています。日本でも、年々異

常気象が多くなってきたように感じます。台風が大型化し

てきたり、集中豪雨が発生したり、真夏には記録的な気

温になったりしました。今月の初めも、九州南部で記録的

な集中豪雨がありました。その時、鹿児島市は市内全域

の住民約60万人に避難指示を出しましたが、60万人全

員を収容できる避難場所など無く、どこに避難すればよ

いのかと問題になりました。 

 常日頃から、自分の所に災害が来た時にどうするの

か、避難訓練などでしっかり体に覚えさせておくこと、事

前に非常時の対応を考えておくことが大事だなと思いま

した。 

    

  

（中元幹事） 

 

1.地区よりガバナー公式訪問についてのお知らせが届く 

2.公益財団法人ロータリー米山記念奨学会よりハイライト

米山が届く（嶋田ひで委員長にお渡ししました） 

3.有田南RCより有田3クラブ合同ゴルフコンペの案内が

届く（児嶋正人委員長にお渡しします） 

4.例会変更、他クラブ週報は後方に掲示します 

 

 

 

 

（木本前年度例会運営委員長） 

<100％皆出席優秀者> 

井上修平君、上野山栄作君、川口健太郎君、木本隆昭

君、嶋田崇君（退会）、中元耕一郎君、橋爪誠治君、橋

本拓也君、松村秀一君、丸山芳孝君、脇村重徳君  

以上11名 

 

<出席免除会員出席優秀者（60％以上の出席者）> 

石垣洋介君、岩橋行伸君、岩本道弘君、上野山捷身

君、上野山英樹君（退会）、應地正章君、児島良宗君、

成川守彦君、橋爪正芳君  以上9名 

 

 

 

＊前年度例会運営委員会（木本委員長） 

 皆出席表彰者20名を報告しました。 

＊60周年記念誌部会（菅原副委員長） 

 ひと言、回顧録がまだの方提出お願いします。 

 

  

 幹事報告  

会長の時間  

委員会報告 

出 席 報 告              

木本前年度例会運営委員長より、出席優秀者の発表

があり、上野山（栄）直前会長より記念品が渡され

ました。 

出席優秀者表彰 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%84%E6%B5%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%89%E5%A1%9E%E5%89%8D%E7%B7%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%92%E5%86%B7%E5%89%8D%E7%B7%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%9C%E6%BB%9E%E5%89%8D%E7%B7%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/7%E6%9C%8817%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/7%E6%9C%8818%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%86%E4%B8%AD%E8%B1%AA%E9%9B%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E5%AE%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E4%B8%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E5%BE%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%B2%E7%81%BD


   

 

 川口職業奉仕委員長     木本社会奉仕委員長 

 丸山青少年奉仕委員長    菅原国際奉仕委員長 

  松村Ｒ財団委員長      嶋田（ひ） 

                    米山記念奨学会委員長 

 

 

 

 

 

 

2018-19年度決算について

上野山（栄）直前会長より

決算報告がありました。決

算報告について原案通り

全員一致で可決されまし

た。 

 

 

 

 

 

児島君、宮井君の会計監

査２名により７月１１日に監

査が行われました。決算内

容、各帳簿類等適切である

と認められた旨、児島会計

監査より報告がありました。 

 

 

     

 

 

 

 

 

本年度の予算について、中

元幹事兼会計より説明があ

り、全員一致で原案通り可

決されました。 

 

 

 

 

       

 

３ 

 

閉会・点鐘 （橋本会長） 

決算報告・監査報告 

予算(案)審議 

本日発表されました 

各委員会の活動計画の内容につきましては、後日配

布します「クラブ概況」をご覧ください。 

活動計画の発表  

日程 ８月の例会プログラム 

８/1(木) 

外部卓話  

谷 悠平氏（御坊RAC会長） 

佐近 悟氏（地区RAC直前代表） 

  「ローターアクトについて」 

８/８(木) 

外部卓話 

松尾 詩郎氏 

「教える」から「学び合う」へ 

8/15(木) 休会（祝祭日の週） 

８/22(木) 

外部卓話 

ニューヨーク大学 

ロースクール兼担当教授・弁護士 

丸田 隆氏 

「トランプ大統領とアメリカの今

後」 

８/29(木) 休会（夏休み） 


